EVENT CALENDAR ●国内外イベントカレンダー
【国内イベント】
2018年
■8月／August
26日

スーパーアメリカンフェスティバル
＠：東京都 ダイバーシティ前お台場ウルトラパーク
内容：カスタムカー&バイクの展示、
スワップミート、
ライブ演奏など
参加可能車両：要問合せ
参加費：要問合せ
入場料：1000円
問:スーパーアメリカンフェスティバル事務局
URL：http://amefes-since1992.net/

MAIL：showanonorimono@yahoo.co.jp
URL：http：//www.car-mag.jp/
30日

レイクビワ・ミーティング2018
＠愛知県 ラグーナテンボス
内容：英国車展示、
トークショー、
ロッカーカバーレース、
オートジャンブル、
スワップミート、
ランチ、
ビンゴ
参加可能車両：1970年以前に生産された英国車、
及び1974年までの同型車。
ミニ、
セブン、MG、
モー
ガンなどは年式不問
参加費：ドライバー8000円hj *同乗者は無料
問：THE 1100 CLUB JAPAN事務局
TEL＆FAX：077-573-1602
MAIL：info@1100club.jp/
URL：http：//www.1100club.jp/：a

■9月／September
2日

第27回日本海クラシックカーレビュー
＠：新潟県 フォッサマグナミュージアム
内容：ヒストリックカー展示、
ジョイフルラリー、市内
交通安全パレード、
コンクールデレガンス、
ボンネッ
トバス試乗会など
参加可能車両：1974年までに生産されたオリジナ
ルコンディションの国産車および外国産者
参加費：要問合せ
問:糸魚川市観光協会内 日本海CCR事務局
PHONE：025-553-0318
FAX：025-553-1786
URL：http://ccr.ikaduchi.com/

2日

The 14th Mini Circuit Festival
＠：福島県 エビスサーキット
内容：スプリントレース、
ファミリー走行、
オートジャ
ンブルなど
参加可能車両：要問合せ
参加費：要問合せ
入場料：前売り2000円、
当日3000円、
子供1000円
問：ブリティッシュガレージレブ
PHONE：024-554-4426
URL：http://tmme.jp/

9日

Tokyo Bayside Classic Cup Season6
＠：千葉県 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
内容：ヒストリックカーによるレース形式走行会、
ス
ポーツ走行会など
参 加可能車両：1972年までに生産された車両、
お
よび継続生産車など
参加費：要問合せ
問：Tokyo Bayside Classic Cup実行委員会
URL：http://www.automedic.co.jp

9日

Team YAMAMOTO Touring & Rally 2018
＠：京都府 綾部工業団地 交流プラザ
内容：ヒストリックカーによるコマ図ラリー
参 加可能車両：1979年までに生産された車両、
スーパーセブン、MGB、MGミジェット、
クラシックミ
ニは年式不問
参加費：9000円
（1台2名）
問：ヤマモト自動車
PHONE：0773-44-1358
FAX：0773-44-1801
URL：http://www.ccg-yamamoto.com/

16日

18日-23日

29日

30日

みんなでしあわせになるまつり2018 in 栗駒
＠宮城県 栗駒六日町通り商店街
内容：車両展示、
ガレージセール、
フリーマーケット
など
参加可能車両：初年度登録が昭和60年以前のクル
マ *実行委員会が特別に認めた車両を除く
参加費：1台2000円
（昼食、
お土産つき）、
1ブース2000円
問：みんなでしあわせになるまつり車両担当
（栗駒鶯
沢商工会）
〒989-5301 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎六日町69
Reflection─Hideki Yoshida Exhibition─
＠京都府 アートスペース余花庵
内容：画家吉田秀樹氏の原画、リトグラフ、シルク
スクリーン版画作品の展示、特注トミカの販売など
入場料：要問合せ
問：アートスペース余花庵
PHONE：075-212-9793
FAX：075-212-9795
E-mail：info@yokaan.com
URL：http://yokaan.com/
カー・マガジン・ウィークエンドミーティング2018秋
＠神奈川県 大磯ロングビーチ駐車場
内容：車両展示、
同乗試乗、
オートジャンブルなど
参加可能車両：2輪、
3輪、
4輪
（年式、
メーカー不問）
参加費：無料
問：カー・マガジン編集部
MAIL：carmag@neko.co.jp
URL：http：//www.car-mag.jp/
6th昭和の乗り物大集合
＠新潟県 阿賀野市役所笹神支所駐車場
内容：昭和に生産された2輪、3輪、4輪車の展示、
フ
リーマーケットなど
参加可能車両：昭和64年以前に生産された自走可
能な車両
参加費：1000円、
フリーマーケット1区画1000円
問：昭和の乗り物大集合阿賀野2018実行委員会
MOBILE：090-8873-6039（PM7以降・坂詰）

MAIL：1908acj@gmail.com
URL：http：//acj1908.com/
14日

2018 Classic Car Festival in 萩
＠：山口県 萩・明倫センター駐車場
内容：車両展示、
コンテスト、
じゃんけん大会、
スワッ
プミートなど
参 加可能車両：1988年までに生産された2輪、3
輪、4輪
参加費：要問合せ
問：クラブノスタルジア
（玉井）
PHONE：090-6410-6754

21日

第16回 クラシックカーフェスティバルin 小金井
＠：東京都 都立小金井公園
内容：車両展示
参加可能車両：1975年以前に生産された車両
参加費：5000円
問：東京小金井さくらロータリークラブ
（福平）
PHONE：042-387-6688
FAX：042-387-8008
URL：http://classiccarfestivalinkoganei.web.
fc2.com/

27日

第5回 四国松山ノーマルレトロカーミーティング
＠：愛媛県 松山市城山公園堀之内管理用広場
内容：交通安全パレードラン、車両展示、
レトロバス
同乗試乗、
オートモデラーの集いなど
参加可能車両：昭和までに生産されたナンバー付き
の自家用車
参加費：車両展示3000円、
蚤の市8000円
問：イベント事務局
（EBCプロダクション）
PHONE：089-933-8011
（土日祝日を除く10時～16時）
FAX：089-931-5158
URL：http://www.ebc.co.jp/event/data/index.
asp?sn=173  

28日

60th SHCCミーティングat大磯ロングビーチ
＠：神奈川県 大磯ロングビーチ駐車場内特設コース
内容：タイムトライアル（ジムカーナ）、
スワップミー
ト、
クラブミーティングなど
参 加可能車両：1969年までに生産された車両、及
びレプリカ車を含む同型車
参加費：要問合せ
問：湘南ヒストリックカークラブ
URL：http：//shcc.serio.jp/

■10月／October
6日-28日

6日-7日

6日-7日

7日

Reflection─Hideki Yoshida Exhibition─
＠愛知県 ガレリア・デ・アルテ
内容：画家吉田秀樹氏の原画、
リトグラフ、
シルクス
クリーン版画作品の展示、特注トミカの販売など
入場料：要問合せ
問：ガレリア・デ・アルテ
PHONE：052-972-8554
GIRO DI MINE La Festa della Automobile
Classica 2018 10th Anniversary
＠：山口県 美祢市を中心に山口県内の名所、
観光地
内容：ヒストリックカーによるタイムトライアルレース
参 加可能車両：公道走行可能なヒストリックカー、
スーパーカー、希少車など
参 加費：5万3000円（1台2名）、2万8000円（1台
1名）
問: 美祢市商工会青年部・Festa della Automobile
Classica実行委員会
（事務局長・利重）
MOBILE：090-1336-8104
FAX：0837-52-4267
E-mail：t_kazuto@c-able.ne.jp
URL：http://c-able.ne.jp/~t_kazuto/
VecchioBambino2018 Autunno
＠：岡山県西部エリアを予定
 容：震災復興支援、交通事故遺児への寄付なども
内
組み込まれたチャリティーツーリング
参加可能車輌：1973年までに生産されたヨーロッ
パ製スポーツカー、
スーパーカーなど
参加費：1台2名12万円*1名参加の場合も同額
問：ベッキオ・バンビーノ実行委員会
E-mail：info@vecchiobambino.com
URL：http://vecchiobambino.com/

13日

13日-14日

14日

■11月／November
4日

 AZDA COLLEZIONE La Festa della Automobile
M
Classica 2018 10th Anniversary

＠：山口県 マツダ美祢自動車試験場
内容：マツダ787Bデモラン、寺田陽次郎氏のトーク
ショー、
コース走行体験、
ガレージセールなど
参加可能車両：公道走行可能な車両
参加費：要問合せ
問：美祢市商工会青年部・
Festa della Automobile Classica実行委員会
（事務局長
  
・利重）
MOBILE：090-1336-8104
FAX：0837-52-4267
MAIL：t_kazuto@c-able.ne.jp
URL：http：//c-able.ne.jp/~t_kazuto/
The 31st MG Day in KARUIZAWA
＠：長野県 ホテル鹿島ノ森
内容：車両展示、
パーティなど
参加可能車両：MG全車種*ナンバーなしでも可
参加費：要問合せ
問：MG Car Club Japan Centre
E-mail：pwd4tdi2d2@kxb.biglobe.ne.jp（山中）、
soverign@tgweb.net（有吉）
URL：http://www.mgcc.gr.jp/
熱海HISTORICA G.P.2018
＠：静岡県 南熱海・長浜海浜公園芝生エリア
内容：車両展示、スラローム、コンクールデレガン
ス、熱海G.P.RUN、ウェルカムパーティなど
参 加可能車両：1999年までに生産された車両、
レーシングモディファイ車両、イタルデザイン車など
参加費：5000円、スラローム参加3000円、宿泊
＆パーティ2万1000円
問: 熱海HISTORICA G.P.2018実行委員会事務局
（ACJ内）
PHONE：042-574-9979
FAX：042-574-9907
E-mai：1908acj@gmail.com
URL：http://acj1908.com/
Red Tail Hill Challenger's Cup
＠：静岡県 熱海・アカオハーブ＆ローズガーデン
内容：ヒルクライム
参加可能車両：熱海HISTORICA G.P.2018参加車
30台
参加費：1万円
（熱海HISTORICA
  
G.P.2018のスラローム込み）
問： 熱海HISTORICA G.P.2018
実行委員会事務局
（ACJ内）
PHONE：042-574-9979
FAX：042-574-9907

［イベントカレンダー］

第13回クラシックカーフェスティバル in 桐生
＠：群馬県 群馬大学理工学部 桐生キャンパス
内容：車両展示、
ラリー、
ガレージセールなど
参加可能車両：1980年以前に生産された車両（仮
ナンバーは不可）
参加費：車両展示3000円、
ラリー5000円
問：クラシックカーフェスティバルin桐生実行委員会
事務局
PHONE：0277-45-1201
FAX：0277-45-1206
E-mail：ccf-kiryu@kiryucci.or.jp
URL：http://www.kiryucci.or.jp/ccf/

【海外イベント】
2018年
■8月／August
26日

ペブルビーチ・コンクール・デレガンス
開催国：アメリカ
内 容：世界中で行われているコンクール・デレガ
ンスの中でも最高峰の権威と実績を持つ『ペブル
ビーチ・コンクール・デレガンス』。2018年のフィー
チャーカーはタッカーやOSCAなどとなっている。
URL：http://www.pebblebeachconcours.net/

■9月／September
7日-9日

グッドウッド・リバイバル
開催国：イギリス
内容：
『フェスティバル・オブ・スピード』
と双璧を成
すグッドウッド主催の人気イベント。参加者やマシー
ンだけでなく、観客も1950～'60年代のファッショ
ンに身を包む。会場の雰囲気はまさに往年のレース
会場そのものとなる。
URL：https://www.goodwood.com/flagshipevents/goodwood-revival/

INFORMATION

このコーナーは皆様からのイベント情報を掲載する
ページです。掲載を希望される方は、イベントの名称、
開催日、会場、内容、参加費、連絡先（主催者名／電
話番号／E-mailアドレス／URLアドレスなど）を明記
した上、ハガキもしくは封書で開催の3ヵ月前を目安
に下記住所までお送り下さい。FAX・電話でのお申し
込みは一切受け付けておりません。なお、事情により
掲載できない場合もありますのでご了承ください。
〒141-8201  東京都品川区上大崎3-1-1
目黒セントラルスクエア
ネコ・パブリッシング
カー・マガジン編集部「イベントニュース」係

イベントは延期または中止となる場合もありますので、参加・見学希望の方は、事前にHP を参照、
または主催者にお問い合わせください。

091

